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屋名池 誠  著 岩波新書

https://www.amazon.co.jp/dp/4004308631



書体と組版は、 
状況に応じた｢ 読みやすさ」のために 
変化してきた



webにおける 
フォントの今



デジタルスクリーンへの最適化
より間違えにくく、⾒やすく



https://www.monotype.com/fonts/helvetica-now/



https://public-sans.digital.gov/



San Francisco Roboto

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet



Noto Sans CJK Noto Serif CJK源ノ⾓ゴシック 源ノ明朝

Noto Sans CJK Noto Serif CJK源ノ⾓ゴシック 源ノ明朝

Noto Sans CJK Noto Serif CJK源ノ⾓ゴシック 源ノ明朝

Noto Sans CJK Noto Serif CJK源ノ⾓ゴシック 源ノ明朝

Noto Sans CJK Noto Serif CJK源ノ⾓ゴシック 源ノ明朝

Noto Sans CJK Noto Serif CJK源ノ⾓ゴシック 源ノ明朝

Noto Sans CJK Noto Serif CJK源ノ⾓ゴシック 源ノ明朝



UD書体と同じアプローチ

ふふ



CSS Fonts Module Level 
W C Recommendation  September 

https://www.w .org/TR/css-fonts- /

https://www.w3.org/TR/css-fonts-3/


@font-face { 
  font-family: Gentium; 
  src: url(http://example.com/Gentium.woff); 
} 

p { font-family: Gentium, serif; } 



font-variation-settings
font-feature-settings

* CSS Fonts Module Level  Working Draft

CSSでのテキスト表現がさらに多彩に



合字

• ⼀般的な合字∕標準合字（liga） 
• 前後関係に依存する字形（calt） 
• 任意の合字（dlig）

⽂字

• スモールキャップス（smcp） 
• ⼤⽂字のスモールキャップス（c sc） 
• スワッシュ字形（swsh） 
• デザインのバリエーション（salt）

数値

• ライニング数字（lnum） 
• オールドスタイル数字（onum） 
• プロポーショナル数字（pnum） 
• 等幅数字（tnum） 
• 分数（frac） 
• 上付き序数表記（ordn）

デザインのセット

• デザインセット 01-20（ss##）

幅の異なる字形

• プロポーショナル字形（pwid） 
• プロポーショナルメトリクス（palt） 
• プロポーショナルかな（pkna） 
• 等幅全⾓字形（fwid） 
• 等幅半⾓字形（hwid） 
• 字幅半⾓メトリクス（halt） 
• 等幅三分字形（twid） 
• 等幅四分字形（qwid）

⽂化的に異なる字形

• JIS  字形（jp ） 
• JIS  字形（jp ） 
• JIS  字形（jp ） 
• JIS  字形（jp ） 
• 旧字体（trad） 
• ルビ⽤字形（ruby） 
• 横組み⽤かな（hkna） 
• 印刷標準字体（nlck） 
• 修飾字形（nalt） 
• イタリック（ital）

縦書き機能

• 縦組みペアカーニング（vkrn） 
• 縦組み⽤字形（vert） 
• 縦組みプロポーショナルメトリクス（vpal） 
• 縦組み字幅半⾓メトリクス（vhal） 
• 縦組み⽤かな（vkna）

その他

• カーニング（kern） 
• 字体組版∕分解（ccmp） 
• ローカライズの字形（locl） 
• 上付き⽂字（sups） 
• 下付き⽂字（subs）



font-feature-settings

font-variation-settings * CSS Fonts Module Level  Working Draft



フォントによる｢らしさ」の表現
今どきのフォント利⽤事情



Adobe Clean



⽇本語フォントを扱うサービスの充実

Adobe Fonts





進化する 
webフォントと表現



OpenTypeフォントの進化
デジタルデバイスでこそ性能発揮する新機能



Variable Fonts Color Fonts 
(OpenType-SVG)



Variable Fonts

Color Fonts 
(OpenType-SVG)



Variable Fonts
変幻⾃在。ひとつのフォントに可変のバリエーション



単独のフォントファイルで、 
グリフの幅, 太さ, 傾斜などの特性を 
可変させることができる

Variable Fonts とは



4社による共同開発



https://docs.microsoft.com/ja-jp/typography/opentype/spec/otvaroverview

https://docs.microsoft.com/ja-jp/typography/opentype/spec/otvaroverview


従来のフォント

A A A A
200 400 700 900

Variable Fonts

A AA A A A AA AA AA A A A AA A A
200 260 300 500 600 760 800400 700 900



太さ 字幅 傾斜
Weight Width Slant





Weight

Width

Optical

https://medium.com/variable-fonts/https-medium-com-tiro-introducing-opentype-variable-fonts-12ba6cd2369

Design space 
of a -axis

3軸以上の可変特性を 
持たせることも可能

https://medium.com/variable-fonts/https-medium-com-tiro-introducing-opentype-variable-fonts-12ba6cd2369


https://v-fonts.com/

https://v-fonts.com/


p { 
  font-family: "Variable Font"; 
  font-variation-settings: 
     "wght" 432, 
     "wdth" 321, 
     "slnt" 289, 
     "ital" 100, 
     "opsz" 126; 
}

太さ

字幅

傾斜

* CSS Fonts Module Level  Working Draft

イタリック

コントラスト



https://v-fonts.com/

https://v-fonts.com/


https://github.com/uswds/public-sans/tree/master/fonts/variable

https://github.com/uswds/public-sans/tree/master/fonts/variable


https://www.instagram.com/explore/tags/variablefonts/

https://www.instagram.com/explore/tags/variablefonts/


Color Fonts  (OpenType-SVG)

OpenTypeの中にSVGの表現⼒を



グリフをSVGで定義することで、 
単独のフォントファイルの中に 
カラーや字形を複数持つことができる

Color Fonts  (OpenType-SVG) とは



2011年、アドビが提案



https://color.typekit.com/

https://color.typekit.com/


Trajan Color EmojiOne Gustolle Display



ちなみに、Color Fonts は数種類存在する

SVGCOLRCBDTSBIX
VectorVectorBitmapBitmap



https://docs.microsoft.com/ja-jp/typography/opentype/spec/svg

https://docs.microsoft.com/ja-jp/typography/opentype/spec/svg


SVG capability requirements and restrictions

Most SVG .  capabilities are supported in OpenType, and should be 

supported in all OpenType applications that support the SVG table. Some 

SVG .  capabilities are not required and may be optionally supported in 

applications.

SVG — The SVG (Scalable Vector Graphics) table

https://docs.microsoft.com/ja-jp/typography/opentype/spec/svg

https://docs.microsoft.com/ja-jp/typography/opentype/spec/svg




貂明朝テキスト
https://fonts.adobe.com/fonts/ten-mincho-text

https://fonts.adobe.com/fonts/ten-mincho-text


Illustrator で⾃作できる

https://www.fontself.com/



default

ss

ss

ss

ss

ss



.Trajan-gold { 

  font-family: 'Trajan Color Concept'; 

  font-feature-settings: "ss01"; 

}

* CSS Fonts Module Level 

デザインセットの指定 
（ 〜 ）



Color Fonts  (OpenType-SVG)

Variable Fonts
+





http://schultzschultz.com



OpenType Features を CSSで
デザインされた⽂字情報を利⽤する



プロポーショナルメトリクス ON

プロポーショナルメトリクス OFF



.ten-mincho { 

  font-family: 'ten-mincho-text'; 

  font-feature-settings: "palt" 1, "kern" 0;  
}

* CSS Fonts Module Level 

プロポーショナルメトリクス 
有効化



https://helpx.adobe.com/jp/fonts/using/open-type-syntax.html

https://helpx.adobe.com/jp/fonts/using/open-type-syntax.html


Adobe Fonts



どれにする？ 
webフォントサービス 
⽐較



Adobe Fonts



⽇本語フォントを選びたいなら
⽇本のフォントは⽇本のサービスで



日本語 185書体
• 約900書体 

• かな書体、UD書体が豊富 

• MORISAWA PASSPORTプラン

日本語 314書体
• 約500書体 

• 人気の筑紫シリーズ 
• Monotype欧文書体

2019/05/12 現在



日本語 400書体
• 約400書体 

• AXISフォント 

• 自作フォントを登録可

日本語 805書体
• 約1050書体 

• ドメイン制限なし 
• POPやクラフト書体等が豊富

2019/05/12 現在



ローカルでもwebでも使いたいなら
このフォントがない...  からの脱却



日本語 8書体
• 約900書体 

• すべてオープンソース、無料

日本語 107書体
• 約1,700書体 

• 同期無制限、PV・ドメイン無制限

Adobe Fonts

2019/05/12 現在



Noto Sans CJK / 源ノ⾓ゴシック 
使うならどっち？

VS Adobe Fonts



Noto Sans CJK
吾輩は猫である。名前はまだ無い。 
どこで⽣れたかとんと⾒当がつかぬ。何で
も薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣
いていた事だけは記憶している。吾輩はこ
こで始めて⼈間というものを⾒た。

源ノ⾓ゴシック

Adobe Fonts

吾輩は猫である。名前はまだ無い。 
どこで⽣れたかとんと⾒当がつかぬ。何で
も薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣
いていた事だけは記憶している。吾輩はこ
こで始めて⼈間というものを⾒た。

=





11627文字
983種類





Adobe Fonts



Load: 138ms Load: 65ms
DOMContentLoaded: 13ms DOMContentLoaded: 13ms

Adobe Fonts
YOU WIN



グリフのサブセット方式が異なる

Load: 138ms Load: 65ms
DOMContentLoaded: 13ms DOMContentLoaded: 13ms

Adobe Fonts
YOU WIN



unicode-range サブセット ダイナミックサブセット

全グリフを約130個単位に分割し、 
フォントファイルを分ける⽅法。 
全部で118のファイルになるが、  
表⽰対象⽂字が含まれるファイルのみ 
読み込まれる

ページ内に使われている⽂字種類を 
JSで解析し、 
必要なグリフだけを含んだ 
フォントファイルを動的⽣成する⽅法

Adobe Fonts



• ⽂字数、⽂字の種類が多い 
場合に速い 

• 固定のサブセットなので
キャッシュが効く 

• HTTP 対応 

• プロポーショナルメトリクス
⾮対応… 

• ⽂字1,000種類程度までだと
爆速 

• FOUT（Flash Of Unstyled 
Text）対応しやすい 

• HTTP 対応

Adobe Fonts



Adobe Fonts

約900書体 

うち日本語185書体

約500書体 

うち日本語314書体

約900書体 

うち日本語8書体

約1,700書体 

うち日本語107書体

新ゴ、ヒラギノなど 
定番フォントが豊富 

MORISAWAパスポート 
プランあり

人気の筑紫シリーズ網羅 

ドメイン無制限 

月額¥1,080～

オープンソース･無料 

実ファイルDL可 

CSS読み込みだけで 
利用可能（JS不要）

同期無制限 

PV・ドメイン無制限 

他ベンダーフォントも 
取扱い

ローカルにフォント 
ダウンロード不可 

ちょっとお高め

ローカルにフォント 
ダウンロード不可 

書体数少なめ

日本語書体少ない 

ダイナミックサブセット 
非対応 

palt 非対応

CCプラン必須 

実ファイルDL不可

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト



Adobe Fonts

MORISAWA PASSPORTを使っている

デザイン性の⾼いフォントを選びたい

デザインカンプと同期したい

無料！ 世界的なキャッシュを期待したい



webフォントの 
パフォーマンスと闘う



読み込みから表⽰まで
webフォントを扱う際のブラウザ挙動



CSS 
取得‧解釈 フォント読込中 読込完了‧表⽰



block period

テキスト⾮表⽰

swap period

代替フォント表⽰

faiure period

webフォント取得失敗

success

取得成功‧再描画

CSS 
取得‧解釈 フォント読込中 読込完了‧表⽰



Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod

Lorem ipsum Lorem ipsum

block period swap period

テキスト⾮表⽰ 代替フォント表⽰

success

取得成功‧再描画



Flash of Invisible Text

FOIT FOUT
Flash of Unstyled Text

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod

Lorem ipsum Lorem ipsum





webフォント適⽤までをどう待つか
FOIT/FOUT現象を制御する



FOIT/FOUT、両方ともは避けられない

Flash of Invisible Text

FOIT FOUT
Flash of Unstyled Text

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod

Lorem ipsum Lorem ipsum



font-display プロパティで制御

font-display: block;

font-display: swap;

font-display: fallback;

block period （テキスト⾮表⽰）を3秒

FOITを省き、すぐに代替フォントを表⽰

取得に時間がかかるようであれば代替のまま



Flash of Invisible Text

FOIT FOUT
Flash of Unstyled Text

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetur 
adipisicing elit, 
sed do eiusmod

Lorem ipsum Lorem ipsum

font-display: fallback; がオススメ



@font-face { 
  font-family: "Noto Sans JP"; 
  src: url("***.woff2") format("woff2"); 
  font-display: fallback; 
}



@font-face { 
  font-family: "Noto Sans JP"; 
  src: url("***.woff2") format("woff2"); 
  font-display: fallback; 
}

@font-face の中でしか指定できない



JS APIではいい感じに処理してくれる

Adobe Fonts

CSSJS

CSS

JS JS



CSSを読み込むサービスでは使えない

Adobe Fonts

CSSJS

CSS

JS JS



JSで読み込みを検知する

https://github.com/bramstein/fontfaceobserver

https://github.com/bramstein/fontfaceobserver


<html class="wf-loading">

<html class="wf-active">

<html class="wf-inactive">

ローディング中

読み込み完了

読み込み失敗



<link 
  rel="preload" 
  as="style" 
  href="https://fonts.googleapis.com/css?  
        family=Noto+Sans+JP" 
  crossorigin 
  onload="this.rel='stylesheet'" 
>

CSSを⾮同期で読み込むのもあり

https://fonts.googleapis.com/css?


Addy Osmani @addyosmani 
https://twitter.com/addyosmani/status/1128548064287952896

https://twitter.com/addyosmani/status/1128548064287952896


さいごに



フォントの未来を担う企業



Variable Fonts, Color Fonts,  
webフォント、これらの進化も 
もちろんうれしいのですが



錚々たるメンツ…



Noto Sans CJK
Noto Serif CJK

源ノ⾓ゴシック
源ノ明朝

OSにシステムフォントとして⼊れてください。



すべてのデバイスとユーザーに 
同じ「読みやすさ」を。



現場からは以上です。



松⽥直樹

ありがとう 
ございました


